
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます 

 昨年中は皆様の限りないご協力、有難うございました。 

本年度もビクトリア日本友好協会が、より良い会となりますよう努力してまいります。

昨年同様、皆様方のご指導ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 平成29年の年が、会員の皆様そしてご家族にとって、健康で幸多き年であります

ようお祈りいたしております 。[ビクトリア日本友好協会理事一同] 

 

発行元： ビクトリア日本友好協会 

連絡先： jfs2012@live.jp 

URL: http://vjfs2013.wordpress.com 

 さ く ら 通 信 

ビクトリア日本友

好協会は、日系コ

ミュニティーとして

1995年に発足され

た非営利グループ

です。会員からの

サポート、寄付、広

告掲載、ボランティ

アによって支えら

れています。 

 １月以降のイベント 

1/20 （金）1:30 p.m.～ 

 VJFS理事会＠岡田宅 

    

1/22 （日）3 p.m. ～ 6 p.m. 

 ビクトリア日本友好協会、ビクトリア日系文化協会、 

 ビクトリアヘリテッジ日本語学校合同餅つき新年会 

@Esquimalt Recreation Centre 

   

  

 

行事予定に変更、あるいは追加がある場合は、追って

メールにて皆様にご連絡いたします。 
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図や写真の説明を記入

します。 

認知症を予防しよう 
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□最近の出来事が思い出せない 

□同じことを何度も言うと周囲から指摘される 

□置き忘れ、しまい忘れがふえ、よく探しものをする 

□慣れた道で迷ったりする 

□好きだった趣味などへの興味がなくなる 

 

こんな設問に全て該当してしまい、認知症予備軍となり

ました。そして予防ポイントの学習をしました。 

 

①青背魚を食べる 

②水分を十分とる 

③頭を使う趣味を持つ 

④野菜果物を多く食べる 

⑤適度な運動を習慣にする 

⑥人との絆を大切にする 

 

これらのことも全くやっておりません。生活習慣の改善

が必要だと指摘されました。 

 認知症は大脳の海馬という部位の劣化が原因とされ

ています。海馬とは英語のsea horseを直訳したもので

日本語はタツノオトシゴなんですね！ 

 認知症と加齢的物忘れについての講義も受けました

がその違いが良く分かりません。昨日の夕食のメ

ニューを思い出せないのは加齢的障害で、昨日の夕食

を食べたか食べなかったか思い出せないのが認知症

だそうです。だから朝、目覚めると夕食のメニューを復

習することにしています。 

 脳トレといって小学低学年のクイズ？勉強？みたいな

学習をしますけど、指導員に馬鹿にされているようで気

分悪くふてくされています。 

 高齢者相手に幼児言葉こそかけられていませんが、

個人差があることを前提に行政には考えてもらいたい

ものです。数学の連立方程式や関数、因数分解などの

勉強を遊び半分でやってみたいです。（記：好岳） 

 

投稿者募集！ 

エッセー、リサーチ、写真、俳句などの投稿をお待ちしています。  

 

寄稿のお願いとお知らせ： 

原稿の締め切り日は毎月25日となっています。ご協力をよろしくお願いいたします。  

寄稿先：wakkie210@gmail.com 

 

◎本紙に掲載されている記事の内容につきましては、各々の執筆者がその責任を持ち、広告におきましても、依頼

主の責任のもとに掲載しております。ビクトリア日本友好協会は、記事及び広告によって生じたトラブルに関しての

責任を一切負わない事を明記いたします。 [ビクトリア日本友好協会理事一同] 

２０１7年恒例もちつき新年会 

ポットラックとボランティアのお願い 

 

今年度で６回目になるビクトリア日系協会、ビクトリア日本語ヘリテッジ学校、ビクトリア日本友好協会の３団体合同

の新年会が催されます。会員の方のみ参加できます。沢山の催し物が用意されています。臼と杵を使った人気の餅つ

きにもご参加下さい。  

早めのポットラック・ディナーがありますので、参加される方は、出席される人数分にさらに2名分を加えた一品をお

持ち下さい。食物アレルギーの懸念もありますので、食材をカードに書いていただけると助かります。デザートは会で

用意します。また当日ボランティアできる方はjfs2012@live.jpまたは250-477-4355 （岡田）へご連絡ください。 
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寒波が押し寄せた最中の12月8日、中華街のドン・ミーにて飲茶の昼食会が行われました。顔なじみ

の方々や新しいメンバーの方を含めた総勢１８人が集まりました。 

2つのグループに分かれ、お姉さん達が運んで来た料理を品定め。これぞと思う一品を次から次へと

選び出しテーブルに並べました。どれもこれもおいしく皆で舌鼓を打ちました。食べることに夢中になっ

たり、おしゃべりに夢中になったり、楽しいランチタイムでした。 

外は寒いですがお腹はいっぱい、おしゃべりにも満足。皆さん暖かい気持ちでお開きとなりました。

（記：安西道子、写真：Currie洋子） 

飲茶昼食会 

クリスマスクッキー作り 

12月14日、我が家で毎年恒例

のクリスマスクッキー作りを10人の

参加者を迎えて行いました。5種類

の大人向けクッキーを、各自持参

の空き缶に詰めて持ち帰りまし

た。前年の経験者も多かったの

で、レシピを見ながら、手際よく作

業を分担し、クッキーは甘い香り

の中で次々に出来上がりました。 

最初にできたのは、ナッツが沢

山入ったギリシャの半月クッキー、

次がレモンの皮が入ったさっぱり

味のショートブレッド、3番目は、真ん中にチョコチップが3つ入り、回りにアーモンドがまぶしてある可愛い形の

スウェーデンのクッキー、それからアーモンドとカルダモンのスパイスが効いたノルウェイのクッキー。最後の

ピーカンナッツが入った丸いスノーボールができる頃には全部で2kg使ったバターの香ばしい香りが佇み、允

子さんとクリー洋子さんが馴れた手さばきで10個の缶に分けてくれました。形の悪いクッキーは皆で味わいな

がら楽しい時間を過ごしました。（記：岡田知子、写真：Currie洋子） 
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 福島喜代美宅でのお茶会には5名が参加しました。前日に完成したばかりの3畳間の茶室に案内され、茶室開き

として、和装のカナダ人のお弟子さんによるお点前で、美味しいお菓子とお薄を２椀ずついただきました。2人とも日

本に交換留学の経験があり、日本語もかなり理解でき、それはお茶のお稽古に有利に働いているようでした。特に

女性の方は4月にお稽古を始められたばかりだとか。それでも見事なお点前ぶりで喜代美先生の優しい中にもポイ

ントを押さえたご指導ぶりが感じられました。和やかでゆったりした時間を楽しみました。密かに来年もお茶会をして

いただけたらと思っています。（記：Barclay正美） 

お茶会 

天皇誕生日祝賀レセプション 

 12月12日、岡井総領事主催の天皇誕生日祝賀レセプションに参加させて

いただきました。バンクーバーは先週大雪に見舞われ、零下の寒さでした。

天皇陛下は今年で83歳になられます。何時迄もお元気で国民の為に御活

躍して頂きたいと思います、最近日本での自然災害等が相次ぎお心遣いに

感謝する気持ちです。私は昨年、横浜で青年海外協力隊発足50周年の記

念式典に出席して天皇皇后両陛下の御臨席を賜りました。協力隊員として

タンザニアに派遣されましたが、出国前は当時皇太子殿下と美智子妃殿下

の東宮御所に招かれ、励ましのお言葉をいただきました。88の開発途上国

で48,000人の協力隊ボランティアが活躍しています。天皇陛下は今でもボラ

ンティア事業に御関心をお寄せ下さって、帰国する隊員は労いのお言葉を

頂いております。天皇皇后両陛下のご健康を切に願います。          

（記＆写真：Currie洋子） 

東北地方太平洋沖震災義援金  

『被災地へ送る義援金について』 

直接日本 Red Cross へ振り込み：参照ウエブサイト 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/

special_j/2011/earthquake_donation.htm  

＊日本 Red Cross への振り込みは税額控除の対

象外です。予めご了承下さい。 

 ビクトリアヘリテッジ日本語学校より  

＜クラスアシスタント募集中！！！＞ 

子供達に日本語を教えてくださるアシスタントの方を随時

募集しています。興味がある方は是非ご一報下さい。授業

は毎週金曜日4～5:30p.m.@Camosun College Landsdown

校)。詳細を知りたい方はadmin@vicnihongo.comまでご連

絡願います。 

mailto:admin@vicnihongo.com


 

 晴れ男！日本縦断おかやまPR（その26） 
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あんかけスパゲッティ以外の名古屋めしを味わえず横浜に向かいます。横浜に着けば、残りは都内へ向かうだけ。

鹿児島から東京まで走る中でこの横浜までの3日間がラストスパートです。340㎞の道のりの途中、浜松と沼津に宿泊

し、3日間連続で100㎞以上を走ります。「新幹線だと、1時間22分。それを3日かけて自転車か・・・」と思ってしまいま

すが、こういう時は「自転車で行くから、普段会えない人に会えたり、できない事ができる」と思い直します。付加価値

によって、そのものの魅力は変わる。価値はお金やスキルだけでなくアイデアにもある。 

PRのために新聞社訪問を続けてきましたが、もう終盤です。記者によって聞くことが違うし、難しい質問をしてくる記

者もいるし、外国籍の記者の方がいたところもあります。豊橋で訪問した東海日日新聞は一味違いました。まず住所

にあった建物へ行くと1階に人の気配がありません。看板にはたしかに「東日新聞」と書かれている。扉を開け、おそ

るおそる暗い階段をのぼり2階へ行くと、事務所になっていました。使われているものは古いものばかり。20年前の小

学校の職員室にあったような灰色の机と椅子もありました。そこで迎えられた一言が「ようこそ日本で一番貧乏な新聞

社へ」。 

後日東海日日新聞の沿革を見ると、その場所に移転したのが1965年とのことでした。その古さに納得です。しかし

約50年も経ってるものとしてみると、丁寧に使われています。日本で一番貧しい新聞社と自負する東日新聞が気に

なったらぜひストリートビューで確認してください！ 

3日間で一番きつかったのは浜松から沼津までの130㎞を走った日でした。走行距離も長いし、一日中雨でずっと濡

れっぱなし、信号待ちで止まると震えてしまうくらい気温も低かったのです。テンションはあがらず、雨でカメラを濡らし

たくないので、撮った写真は3枚のみ。雪で滑った時の

ようなことがないように、ともかく無事に沼津までに着く

事を考えていました。そんな日だったので一番覚えて

いるのが昼食のマクドナルドです。かじかんだ手で食

べたフライドポテトがおいしかったんです。天竜川、大

井川、安倍川、富士川などの大きな川を何度も越えま

したけど、橋を渡っていても爽快感はゼロでした。晴れ

ていれば、川の流れとその上を吹く風を感じられるサ

イクリングだったんでしょうけど、一番の思い出がマク

ドナルドというのはちょっと切なくなります。 

翌日、横浜に着く日はすばらしい快晴でした。しかし

雨の日の影響が残っていました。御殿場までは真横に富士山が見える楽しいサイクリングでした。それが御殿場を過

ぎて下り坂から一変します。ブレーキが思ったように利かないのです（汗）。2車線でトラックも多くビュンビュン走り抜け

る下り坂で、ブレーキがスカスカしている感覚でした。2週間前に点検して交換したばかりなのにおかしい。景色がどう

こうとかの余裕も全くなく慎重に下りました。下りを終えて、しばらくしてから雨の中を走行するとブレーキの摩耗が激

しく効きが悪くなることを思い出しました。朝、走り始める前に調整しておくのを忘れていたのです。タイヤホイールを

ゴムで挟むタイプには同じ症状が起こります。雨の日に自転車で走る事は少ないと思いますが、みなさんも気を付け

てください。 

3日間さほど余裕がなく横浜までたどり着き、このPR企画の最大の山場であるFM横浜に出演する日を迎えるのでし

た。（記：安部良） 

 
 安部 良（あんべ・りょう） 

1981年埼玉県生まれ。2005年成蹊大学卒。会社勤務を経て、2011年3月11日

の震災後、支援へのありがとうのメッセージを伝えたいと、自転車で世界を走行。これまで

の総走行距離16,000KM。 

 https:///www.facebook.com/RyoingWestCoast2013 
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1日、あるいは2－3日で数ページというスローペースではあるが、

約3年ぶりに読書らしい読書をしている。ここでいう読書とは、脳

が読みたいと欲している書籍を読む意味である。活字が脳に染

み渡るとは、こういうことだろうか。 

 

アカネが生まれてまだ数か月のころは、図書館のキッズコーナー

にずらりと並んだ絵本の背表紙が私の読み物だった。アカネが

ボードブックと呼ばれる分厚い紙でできた絵本に興味を示し、1歳

を過ぎて普通紙の絵本へ移行すると、もっぱら私の読書はそれ

に代わった。ただ、図書館で借りてくる絵本は圧倒的に英語の本

が多く、日本語にも触れてほしい親心から私は絵本の内容を即

席で和訳して読み進めるため、内容をじっくり楽しむ余裕はあま

りない。アカネが自分の読書に集中することがまれにあると、私

は図書館で無料配布されている育児関連の雑誌記事やニュース

レターのようなものが読めるようになった。 

 

私も夫も活字好きである。私は高校時代に1年間留学した経験が

あるが、留学先の第一希望はイギリスのロンドンで、その理由は

『シャーロック・ホームズ』の舞台だから、だった。結局第二希望

のカナダになったのだが、自分を納得させたのは『赤毛のアン』

の国だし、ロンドンじゃなくてもいっか、だった。実に短絡的だ。夫

はちゃんとした（？）読書家で、子どものころ図書館で本を読み更

けていて閉館したのを知らず、夜遅くまで過ごしたことがあるとい

う。読書好きが高じて、文学を紐解くことが職業になった。私たち

にとって読書はこれまでの生活の大きな一部で、京都からカナダ

に移り住む際には、所有していた書籍の半分ほどを売ったり寄

付したりしてもダンボール箱100箱ほどを運んだ。 

 

アカネには学校で良い成績をおさめてほしいとは思っていない。

健康に生きてくれればあとはおまけなのだが、私たちの子育てに

は3本の希望の柱がある。ひとつ、体を動かす。できれば危険で

ないスポーツがよいのだが、何か好きな運動に取り組んでほし

い。今は散歩や自転車、近くの丘上り、海岸歩きなどがそれにあ

たる。ふたつ、音楽に触れる。歌でも楽器でもいい、人生に音楽

の要素を持っていてほしい。カラオケ嫌いな私がアカネの前では

それは頻繁に歌を歌っている。特に心がけていたわけではない

のだが、これはアカネが赤ちゃんだった頃から今でも続いてい

る。そして3歳になったアカネは毎日のように歌と踊りのコンサー

トを開き、近所でも有名なくらいだ。1歳になる前からは音楽教室

（特に楽器を習うわけではなく、音楽を聴いて体を動かす---それ

を実行しているのはもっぱら大人で、子供は自由にしている）に

ずっと通っている。みっつ、全ての分野で頑張らなくていい、何か

ひとつ打ち込める分野を見つけてほしい。 

 

三つ目と密着に結びついているのは明らかだが、すべての柱も

支えているのが本を読むことにあるのでは、と私は考えている。

だから、アカネにもぜひ本を読む人になって欲しいという強い思

いがある。読書は人の読解力を育て、思考力を高め、想像力を

生み出すと信じて疑わないからだ。そして、この3つの力は学習

面だけでなく、人間関係を構築したり、スポーツで次の動きを作

戦立てたり、問題が起こった際に状況を把握し、決断したり、新

しい場面に適応したりといった様々な「力」へと七変化するので

はないかと思う。 

 

本当のことをいうと、こういった意識があった結果ではなく、むし

ろ「他に行く場所がなかった」という理由の方が圧倒的に大きい

のだが、近所の公立図書館はアカネにとっていまや第二の家と

なっている。アカネがまだ赤ちゃんだったころ、近くにママ友もな

く、無料で頻繁に出かけられ、雨をしのぐことができ、1日2回の

お昼寝の合間を縫ってバギーを押しながら歩いて行ける場所と

して、図書館は最適だった。アカネは絵本コーナーでハイハイや

お座りをし、本棚から本棚へとつかまり立ちをし、歩けるようにな

ると、回転式の本棚でかくれんぼをするようになった。 

 

今回の日本一時帰国中には、子供と本に関する書籍にいくつか

ざっと目を通すことができた。早いスピードで読み聞かせた方が

いいという人もあれば、一字一句ゆっくりはっきり読んだ方がい

いという人もいる。また、家に多くの本を置き、子供に見せること

がまずよいとする人もいた。そして、私の予想はおおむね的を射

ていた。 

 

驚いたことに実家のある小さな町の図書館の絵本コーナーはと

ても充実していて、一時帰国すると頻繁に通っては何十冊という

数の絵本を借りてくる。何度も同じ本を読む方がいいのかもしれ

ないが、今回あ行の棚から始まった（もちろん選んでるので全部

ではないが）制覇の目標にはまだ終わりが見えない。学校が始

まればたちまち宿題と塾通いと受験勉強で読書する暇はなくな

り、社会人は働きすぎて読書時間がないのに、日本の乳幼児の

読書率（読み聞かせ率）は意外に

高いのではないだろうか。 

 

アカネちゃんに何か贈りたいんだ

けど、という問いには、「本」と即

答するのだが、友人知人からい

ただいたり、古本屋の安売り市で

買い漁る絵本の山をどうやって

持って帰るのかが、毎回一時帰

国する度に現れる難題だ。干しシ

イタケやヒートテック・シャツの位

置を変え変え、スーツケースの

パッキングに今回も頭を抱えるの

だろう。（記：髙井MacLean若菜） 
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新年 明けましておめでとうございます。 

在バンクーバー日本国総領事館におきましては、在留邦人の皆様のご意向にお応えできるよう、よりきめの細かい領事サービ

スを心がけてまいりますので、引き続き、ご支援のほど宜しくお願い申し上げます。 

皆様にとって健やかで幸せな一年になりますようお祈り申し上げます。 

 

１ カナダ政府によれば、２０１６年１１月１０日から、カナダと外国との二重国籍者が、外国のパスポートを使用してカナダに空路で

入国または乗継をする場合には、カナダのパスポートも同時に所持していないと、カナダへの航空便に搭乗することができなくなり

ました。つきましては、２２歳未満の日本国籍保有者で、カナダ国籍も所有する方におかれましては、特にご注意ください。詳細はカ

ナダ政府のウェブサイトをご確認下さい。     http://www。cic。gc。ca/english/visit/dual-canadian-citizens。asp 

 

２ カナダに空路で渡航し、またはカナダで航空機の乗り継ぎをする際、電子渡航認証（eTA）が必要です。この制度は、2016年春

に導入され、これまで猶予期間が設けられていましたが、11月10日以降、この手続を行わなければ、カナダ行きの便に搭乗できな

くなりました。カナダ永住権保有者は、eTAは不要ですが、カナダ永住者（PR）カードまたはPR 旅行書類を携帯している必要があり

ます。詳しくは、カナダ市民権・移民省のウェブサイトをご覧ください。 

申請公式ウェブサイト（カナダ市民権・移民省ウェブサイト）     http://www。cic。gc。ca/english/visit/eta-facts-ja。asp 

 

３ ビクトリア市で領事出張サービスを行いますのでお知らせいたします。 

(1)日時：平成29年3月11日（土）午前9時～午後3時 

(2)会場：Bedford Regency Hotel(2階 Brittingham Room) 住所：1140 Government St。、 Victoria、 B。C。 

(3)実施する業務： 

 (ア)旅券(パスポート)及び証明の交付(2月28日(火)までに当館が窓口又は郵送により受付、交付可能となっているものに限りま

す） 

 (イ)申請の受付：旅券及び各種証明等   

 (a)旅券(パスポート)：後日、当館で受領  

 (b)各種証明：後日、当館で受領  

 (c)在外選挙人登録 

 (d)平成29年度後期教科書無償配布の申請受付(子女教育) 

 (e)在留届、変更届、転出・帰国届の受付 

 (ウ)その他領事業務に関する相談 

詳細は次の当館ホームページをご確認下さい。     http://www。vancouver。ca。emb-japan。go。jp/index_j。htm 

 

●当館では毎月、当地における安全情報をはじめ、領事サービスについてのお知らせや、文化イベント情報等、皆さんのお役に立

つ情報をメールでお届けしています。登録がお済みでない方は、下記をクリックの上、「仮登録ページへ」にお進みください。 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html 

 

●在留邦人の皆様の安全確保の基礎となるのが「在留届」です。異動のシーズンを迎え、当館からの緊急のご連絡に支障ないよ

うに「在留届」、及びその内容に変更が生じた場合や帰国される場合は「住所変更届・帰国届」のご提出をお願いいたします。 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/resident_season.htm 

ふだんビクトリアに暮らしていて食材以外の買い物をすることがほぼないため、日本一時帰国では買い物するのも

楽しみの一つなのだが、このところ物やその種類が豊富すぎて困ることが多くなった。小さな子供がいるとゆっくり吟

味している暇もない。肩こりに効く温湿布を探しにドラッグストアに行き、種類が多くて選べず、店内の音と蛍光灯の

まぶしさに頭痛までもらって帰ってくるという具合だ。ビクトリアのようなところで巨木と海と鹿の景色に慣れてしまっ

たせいなのか、それともこれもおばさん現象の一つなのか・・・。 

編集後記 

 在バンクーバー日本国総領事館より 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/dual-canadian-citizens.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-ja.asp
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/index_j.htm
http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/resident_season.htm


広告募集 
 

さくら通信に掲載する広告を募集しています。年

間10回の発行で、広告料は年間100ドルです。

通信はビクトリア友好協会会員に発信される他、

会のホームページにも掲載されています。あなた

の広告をさくら通信に載せてみませんか。 

ご連絡はメールにて：jfs@2012.live.jp 

 

 

 
ビクトリア日本友好協会協賛店として、会員の皆様に下記のような特典を与えてくださるお店です。   

会員証を提示の上、ぜひご利用ください！ 

 

 

  View St. People’s Pharmacy = 正価の１０％引き          

    867 View St.     ☎ 250-361-3773 代表：宇治昭子 

        

     www.shop.com/VictoriaCanada = Market America ブランド10％引き 

   ☎  778-977-0797  ショップコンサルタント：リンドリ美穂 ma.victoria@live.ca   

 

  

協賛店の紹介 

mailto:ma.victoria@live.ca

